
高校 県記録 10秒23 23年度平均 10秒94
男子 100m 県高校記録 10秒27 24年度平均 10秒85
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 風 期　日 場　所 大　会　名
1 鈴木　宏明(3) 前橋育英高 10秒58 -0.8 10月5日 長良川 国体
2 東間　央剛(3) 高崎高 10秒72 0.2 7月30日 新潟ｽﾀｼﾞｱﾑ 全国高校総体陸上
3 鵜生川  耀皓(2) 桐生高 10秒83 1.1 10月27日 小瀬 第16回関東高校選抜新人選手権

4 嶋﨑  優輝(3) 東農大二高 10秒86 0.7 6月16日 敷島 第65回関東高校大会

5 磯井　圭太(2) 中之条高 10秒87 1.0 10月27日 小瀬 第16回関東高校選抜新人選手権

6 髙沢　和樹(3) 桐生南高 10秒88 1.5 4月15日 桐生 春季記録会
7 鈴木　未知也(2) 高崎商高 10秒93 0.7 6月16日 敷島 第65回関東高校大会

8 千葉　亮祐(3) 太田高 10秒94 1.5 4月15日 桐生 春季記録会
8 丸山  侑飛(3) 高崎高 10秒94 0.4 5月18日 敷島 第47回群馬県高校総体

10 田村  怜也(3) 農大二高 10秒96 0.8 7月14日 敷島 国体予選会

高校 県記録 20秒74 23年度平均 22秒20
男子 200m 県高校記録 20秒91 24年度平均 22秒10
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 風 期　日 場　所 大　会　名
1 山本  祐哉(3) 渋川高 21秒93 1.7 5月19日 敷島 第47回群馬県高校総体

1 田村  怜也(3) 東農大二高 21秒93 1.7 5月19日 敷島 県高校総体
3 磯井  圭太(2) 中之条高 22秒03 -0.6 9月9日 伊勢崎 高校対抗
4 鈴木  宏明(3) 前橋育英高 22秒03 -0.4 6月17日 敷島 関東高校
5 佐川　オタビオ(1) 前橋育英高 22秒09 0.1 7月14日 敷島 群馬県民体育大会2部大会

6 嶋﨑  優輝(3) 東農大二高 22秒14 1.7 5月19日 敷島 県高校総体
7 鈴木  未知也(2) 高崎商高 22秒16 1.7 5月19日 敷島 県高校総体
8 鵜生川  耀皓(2) 桐生高 22秒20 -0.6 9月9日 伊勢崎 高校対抗
9 澤田  尚吾(2) 桐生高 22秒22 -0.6 9月9日 伊勢崎 高校対抗
10 東間  央剛(3) 高崎高 22秒29 -0.6 9月9日 伊勢崎 高校対抗

高校 県記録 46秒43 23年度平均 48秒97
男子 400m 県高校記録 46秒94 24年度平均 49秒32
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 北爪  啓太(3) 桐生高 48秒54 9月8日 伊勢崎 高校対抗
2 中山  隼一(3) 農大二高 48秒65 5月17日 敷島 県高校総体
3 斉藤  雷大(3) 太田東高 49秒07 5月17日 敷島 県高校総体
4 上野  晃平(3) 新島学園高 49秒37 9月1日 伊勢崎 夏季強化記録会
5 澤田  尚吾(2) 桐生高 49秒39 9月29日 敷島 高校新人
6 清水  祐輝(2) 館林高 49秒53 9月8日 伊勢崎 高校対抗
7 木畑　武(3) 藤岡中央高 49秒55 7月14日 敷島 国体予選会
8 鵜生川  耀皓(2) 桐生高 49秒56 7月14日 敷島 国体予選会
9 須永  旺佑(3) 藤岡中央高 49秒74 5月17日 敷島 県高校総体
10 北村  守(3) 農大二高 49秒75 5月17日 敷島 県高校総体

高校 県記録 1分48秒95 23年度平均 1分55秒99
男子 800m 県高校記録 1分49秒97 24年度平均 1分56秒26
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 登坂　健志(3) 県前橋高 1分53秒33 7月14日 敷島 群馬県民体育大会2部大会

2 町田　遼太(3) 前橋育英高 1分55秒16 6月17日 敷島 第65回関東高校大会

3 中澤  太一(3) 桐生高 1分55秒40 6月24日 敷島 群馬県選手権
4 栗原  勇貴(2) 高崎高 1分55秒61 9月9日 伊勢崎 高校対抗
5 安藤　秀行(2) 前橋高 1分55秒72 6月24日 敷島 群馬県選手権
6 加藤  慶一郎(2) 桐生高 1分56秒27 7月14日 敷島 国体予選会
7 岡  直希(1) 新島学園高 1分57秒05 6月17日 敷島 関東高校
8 橋本  澪(3) 館林高 1分57秒48 4月14日 桐生 春季記録会
9 中條  龍(1) 前橋育英高 1分58秒24 9月30日 敷島 高校新人
10 鎌田  晃輔(1) 前橋高 1分58秒29 10月14日 伊勢崎 高校強化大会

高校男子



高校 県記録 3分41秒6 23年度平均 3分57秒76
男子 1500m 県高校記録 3分47秒59 24年度平均 3分59秒78
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 橋本  澪(3) 館林高 3分54秒74 6月15日 敷島 関東高校
2 志塚  亮介(3) 前橋育英高 3分57秒33 6月15日 敷島 関東高校
3 増田  幸将(3) 農大二高 3分59秒44 4月21日 伊勢崎 ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
4 関  樹道(2) 農大二高 3分59秒80 4月21日 伊勢崎 ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
5 英木  宥佑(3) 桐生市商 4分00秒14 9月8日 伊勢崎 高校対抗
6 細渕　大雅(3) 前橋育英高 4分00秒75 4月29日 敷島 県総体中北地区大会

7 佐野  正明(2) 農大二高 4分01秒14 9月8日 伊勢崎 高校対抗
8 栗原  勇貴(2) 高崎高 4分01秒29 8月24日 敷島 関東選手権
9 清水  歓太(1) 中央中等 4分01秒45 9月8日 伊勢崎 高校対抗
10 鎌田  晃輔(1) 前橋高 4分01秒65 8月24日 敷島 関東選手権

高校 県記録 13分16秒87 23年度平均 14分43秒14
男子 5000m 県高校記録 13分56秒49 24年度平均 14分46秒28
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 志塚  亮介(3) 前橋育英高 14分36秒58 6月16日 敷島 関東高校
2 橋本  澪(3) 館林高 14分40秒31 4月22日 伊勢崎 ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
3 清水  歓太(1) 中央中等高 14分44秒09 11月18日 日体大健志台 第227回日体大長距離競技会

4 斎藤  航 前橋育英高 14分44秒62 3月24日 順大 平成23年度第8回順天堂大学競技会

5 荒木  優麻(2) 農大二高 14分45秒41 12月2日 日体大健志台 第228回日体大長距離競技会

6 牛窪  浩平(3) 高崎高 14分45秒97 9月30日 敷島 高校新人
7 関  樹道(2) 農大二高 14分46秒47 12月2日 日体大健志台 第228回日体大長距離競技会

8 新井  翔理(2) 農大二高 14分51秒24 12月2日 日体大健志台 第228回日体大長距離競技会

9 原田  勝(3) 太田市商高 14分54秒03 4月22日 伊勢崎 ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
10 飯野  汰一(2) 前橋育英高 14分54秒16 10月13日 袋井 第4回静岡県長距離強化記録会

高校 県記録 13秒58 23年度平均 15秒53
男子 110mH(1.067m 9.14m) 県高校記録 14秒43 24年度平均 15秒25
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 風 期　日 場　所 大　会　名
1 荻原  俊彦(3) 太田市商高 14秒95 -0.4 6月18日 敷島 関東高校
1 熊田  凌(3) 前橋南高 14秒95 0.0 7月14日 敷島 国体予選会
3 市川  響太郎(3) 高崎高 15秒00 -0.4 6月18日 敷島 関東高校
4 鹿山  瑞貴(3) 太田工高 15秒18 0.8 4月29日 桐生 県総体東部地区大会

5 田代  健人(2) 高崎高 15秒19 0.6 10月27日 小瀬 第16回関東選抜新人

6 上野  晃平(3) 新島学園高 15秒20 0.9 9月8日 伊勢崎 高校対抗
7 金子  聖(2) 桐生南高 15秒29 -2.7 9月29日 敷島 高校新人
8 清水  拓実(1) 伊勢崎商高 15秒29 0.5 8月25日 敷島 関東選手権
9 松原　和哉(2) 伊勢崎商高 15秒68 1.1 7月14日 敷島 国体予選会
10 笹尾  貴大(3) 農大二高 15秒77 -1.0 9月8日 伊勢崎 高校対抗

高校 県記録 48秒58 23年度平均 55秒28
男子 400mH 県高校記録 51秒44 24年度平均 54秒80
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 上野  晃平(3) 新島学園高 52秒51 7月31日 新潟スタジアム 全国高校総体陸上
2 山岸  史弥(2) 伊勢崎商高 53秒64 6月16日 敷島 関東高校
3 笹尾  貴大(3) 農大二高 53秒70 7月30日 新潟スタジアム 全国高校総体陸上
4 佐藤  竣介(3) 富岡高 54秒78 5月19日 敷島 県高校総体
5 芹沢  涼太(3) 高経大附高 55秒09 5月19日 敷島 県高校総体
6 石原  裕介(3) 樹徳高 55秒34 5月19日 敷島 県高校総体
7 奥山  ﾋｰﾊｽ(3) 太田市商高 55秒50 9月9日 伊勢崎 高校対抗
8 川田  将司(3) 桐生市商高 55秒63 7月14日 敷島 国体予選会
9 田口  直樹(3) 桐生高 55秒90 7月14日 敷島 国体予選会
10 須藤  健(1) 桐生高 55秒95 9月9日 伊勢崎 高校対抗



高校 県記録 8分43秒8 23年度平均 9分25秒99
男子 3000mSC 県高校記録 8分53秒25 24年度平均 9分33秒93
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 原田  勝(3) 太田市商高 9分17秒86 6月18日 敷島 関東高校
2 秋間  正輝(1) 前橋育英高 9分23秒68 6月18日 敷島 関東高校
3 茂木  洋晃(2) 農大二高 9分28秒73 5月20日 敷島 県高校総体
4 福嶋  晃輝(3) 前橋育英高 9分33秒45 9月9日 伊勢崎 高校対抗
5 須永  大稀(3) 桐生南高 9分37秒79 5月20日 敷島 県高校総体
6 鈴木  俊貴(3) 農大二高 9分37秒94 5月20日 敷島 県高校総体
7 石井  勇也(3) 中之条高 9分38秒96 5月20日 敷島 県高校総体
8 塩尻  和也(1) 清明高 9分40秒11 10月13日 伊勢崎 高校強化大会
9 石田  泰斗(3) 農大二高 9分40秒34 4月29日 高崎 県総体西部地区大会

10 高橋    快(3) 高崎高 9分40秒41 5月20日 敷島 県高校総体

高校 県記録 40秒26 23年度平均 41秒74
男子 4×100mR 県高校記録 40秒74 24年度平均 41秒73
順位 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 農大二高 41秒40 6月15日 敷島 関東高校
2 前橋育英高 41秒41 6月15日 敷島 関東高校
3 農大二高 41秒50 7月29日 新潟スタジアム 全国高校総体陸上
4 高崎高 41秒58 6月15日 敷島 関東高校
5 桐生高 41秒71 6月15日 敷島 関東高校
6 農大二高 41秒80 4月29日 高崎 県総体西部地区大会

7 桐生南高 41秒83 6月15日 敷島 関東高校
8 高崎高 41秒90 5月17日 敷島 県高校総体
9 桐生高 41秒95 9月8日 伊勢崎 高校対抗
10 桐生高 42秒20 9月29日 敷島 高校新人

高校 県記録 3分12秒42 23年度平均 3分19秒39
男子 4×400mR 県高校記録 3分12秒42 24年度平均 3分18秒03
順位 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 農大二高 3分15秒69 8月1日 新潟スタジアム 全国高校総体陸上
2 農大二高 3分15秒94 6月18日 敷島 第65回関東高校大会

3 桐生高 3分16秒13 9月9日 伊勢崎 高校対抗
4 農大二高 3分17秒43 9月9日 伊勢崎 高校対抗
5 桐生高 3分18秒16 5月20日 敷島 県高校総体
6 農大二高 3分18秒17 5月20日 敷島 県高校総体
7 渋川高 3分19秒39 5月20日 敷島 県高校総体
8 桐生高 3分19秒42 10月28日 小瀬 第16回関東高校選抜新人選手権

9 桐生南高 3分19秒79 5月20日 敷島 県高校総体
10 渋川高 3分20秒17 6月24日 敷島 群馬県選手権

高校 県記録 2m27 23年度平均 1m93
男子 走高跳 県高校記録 2m12 24年度平均 1m94
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 久保田  征孝(2) 明和県央高 2m06 9月29日 敷島 群馬県高校新人
2 荒江  雅貴(3) 太田東高 1m98 7月15日 敷島 群馬県民体育大会2部大会

3 石橋  実学(3) 太田高 1m95 5月19日 敷島 第47回群馬県高校総体

3 小出  大樹(1) 富岡高 1m95 10月14日 伊勢崎 群馬県高校強化大会

3 高橋  欣臣(2) 桐生一高 1m95 5月19日 敷島 第47回群馬県高校総体

3 阿佐見  峻哉(3) 桐生一高 1m95 5月19日 敷島 第47回群馬県高校総体

7 齊藤　誠彦(3) 川越東高 1m90 6月3日 敷島 群馬県記録会
7 石本  凌雅(2) 共愛学園高 1m90 5月19日 敷島 県高校総体
7 新井　洋介(3) 前橋育英高 1m90 4月29日 敷島 県総体中北地区大会

7 菊池  健太(1) 伊勢崎高 1m90 9月29日 敷島 高校新人
7 岡田　大樹(2) 高崎高 1m90 4月29日 高崎 県総体西部地区大会

山本  祐哉(3)若井  和俊(3)飯塚  紀貴(2)加藤  拓哉(3)

須藤　　健(1)沢田　尚吾(2)柳　　雄大(2)鵜生川　耀皓(2)  

内山  和樹(3)野田  祐樹(3)海野  聖比呂(3)髙沢  和樹(3)

山本　祐哉(3)加藤　拓哉(3)若井　和俊(3)飯塚　紀貴(2)

中山　隼一(3)北村　守(3)笹尾　貴大(3)田村　怜也(3)    

北村  守(3)田村  怜也(3)加藤  友志(3)中山  隼一(3)

田口  直樹(3)鵜生川  耀皓(2)澤田  尚吾(2)北爪  啓太(3)

中山  隼一(3)北村  守(3)加藤  友志(3)田村  怜也(3)

鵜生川  耀皓(2)澤田  尚吾(2)弓納持  京汰(3)北爪  啓太(3)

加藤  友志(3)右井  慎太郎(3)田村  怜也(3)中山  隼一(3)

田村  怜也(3)北村  守(3)嶋﨑  優輝(3)右井  慎太郎(3)

和田  拓馬(3)髙沢  和樹(3)野田  祐樹(3)内山  和樹(3)

齋藤  郁磨(3)東間  央剛(3)久新  陽一郎(2)市川  響太郎(3)

猪口  燦太(2)鵜生川  耀皓(2)澤田  尚吾(2)北爪  啓太(3)

猪口  燦太(2)鵜生川  耀皓(2)澤田  尚吾(2)須藤  健(1)

氏　　　名

田村  怜也(3)榎本  樹(2)嶋﨑  優輝(3)右井  慎太郎(3)

鈴木  宏明(3)佐川  オタビオ(1)石川  輝(3)萩原  健吾(2)

田村　怜也(3)北村　守 (3)嶋崎　優輝(3)右井　慎太郎(3)  

齋藤  郁磨(3)東間  央剛(3)丸山  侑飛(3)市川  響太郎(3)

丸橋  祐希(2)鵜生川  耀皓(2)澤田  尚吾(2)北爪  啓太(3)

氏　　　名



高校 県記録 5m40 23年度平均 4m65
男子 棒高跳 県高校記録 5m20 24年度平均 4m62
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 市川　響太郎(3) 高崎高 4m90 6月16日 敷島 第65回関東高校大会

2 南雲　由則(3) 前橋育英高 4m80 6月16日 敷島 第65回関東高校大会

3 髙木  亮(2) 前橋育英高 4m60 9月29日 敷島 高校新人
3 里見  研悟(3) 渋川高 4m60 7月29日 新潟スタジアム 全国高校総体陸上
3 唐澤  拓弥(2) 前橋育英高 4m60 6月16日 敷島 関東高校
3 田中　成(2) 樹徳高 4m60 9月29日 敷島 群馬県高校新人
3 新井　雄士(3) 樹徳高 4m60 4月29日 桐生 第47回群馬県高校総体(桐生)

9 武者  大樹(3) 樹徳高 4m50 6月16日 敷島 第65回関東高校大会

9 石関　崇人(2) 樹徳高 4m50 9月29日 敷島 群馬県高校新人
9 松本　幸生(2) 前橋育英高 4m50 4月15日 高崎 春季記録会

高校 県記録 8m10 23年度平均 6m79
男子 走幅跳 県高校記録 7m66 24年度平均 6m82
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 風 期　日 場　所 大　会　名
1 水嶋  悠太(2) 県前橋高 7m04 1.6 9月29日 敷島 群馬県高校新人
2 青木  俊介(2) 樹徳高 6m88 0.4 9月29日 敷島 群馬県高校新人
3 小板橋  拓斗(3) 富岡高 6m86 0.4 5月17日 敷島 第47回群馬県高校総体

4 新井  正一(3) 農大二高 6m85 0.5 5月17日 敷島 第47回群馬県高校総体

5 阪本  哲郎(3) 高崎高 6m84 0.1 9月8日 伊勢崎 第65回群馬県高校対抗大会

6 和田  拓馬(3) 桐生南高 6m81 0.7 5月17日 敷島 第47回群馬県高校総体

7 丸橋  祐希(2) 桐生高 6m74 0.0 9月29日 敷島 高校新人
8 髙沢　和樹(3) 桐生南高 6m73 1.1 7月14日 敷島 国体予選会
8 齋藤  郁磨(3) 高崎高 6m73 1.2 5月17日 敷島 県高校総体
10 清水  拓実(1) 伊勢崎商高 6m67 0.1 9月29日 敷島 高校新人

高校 県記録 16m35 23年度平均 13m86
男子 三段跳 県高校記録 15m56 24年度平均 13m95
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 風 期　日 場　所 大　会　名
1 阪本  哲郎(3) 高崎高 14m76 1.4 9月9日 伊勢崎 第65回群馬県高校対抗大会

2 小板橋　拓斗(3) 富岡高 14m41 1.6 4月29日 浜川 群馬県高校総体西部地区

3 丸橋  祐希(2) 桐生高 14m28 -0.2 6月23日 敷島 群馬県選手権
4 小板橋  遼太(2) 高崎高 14m01 -0.8 9月30日 敷島 群馬県高校新人
5 水嶋  悠太(2) 県前橋高 13m97 1.9 5月20日 敷島 第47回群馬県高校総体

6 松原  和哉(2) 伊勢崎商高 13m80 1.0 9月30日 敷島 高校新人
7 川田  脩人(3) 高経大附高 13m77 0.8 6月18日 敷島 関東高校
8 和田  拓馬(3) 桐生南高 13m72 -0.1 5月20日 敷島 県高校総体
9 荒江  雅貴(3) 太田東高 13m38 1.5 5月20日 敷島 県高校総体
10 山口  裕也(2) 太田工高 13m37 2.0 10月13日 伊勢崎 高校強化大会

高校 23年度平均 13m80
男子 砲丸投(6.000kg) 県高校記録 16m13 24年度平均 13m38
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 山戸  基義(2) 桐生一高 14m62 10月28日 小瀬 第16回関東高校選抜新人選手権

2 篠原  真史(3) 中之条高 14m37 9月9日 伊勢崎 第65回群馬県高校対抗大会

3 小鹿  佑太(2) 桐生一高 14m20 10月28日 小瀬 第16回関東高校選抜新人選手権

4 樋口　雄介(3) 中之条高 13m93 4月22日 伊勢崎 ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
5 梅山　陽介(2) 前橋育英高 13m52 5月17日 敷島 第47回群馬県高校総体

6 本木  一成(1) 桐生第一高 12m92 9月29日 敷島 高校新人
7 宮入  紳豪(2) 高崎高 12m77 5月17日 敷島 県高校総体
8 吉田　浩人(1) 中之条高 12m72 6月3日 敷島 群馬県記録会
9 斉藤  龍次(3) 市立前橋高 12m48 5月17日 敷島 県高校総体
10 田中  祐毅(3) 農大二高 12m22 4月29日 桐生 県総体東部地区大会



高校 23年度平均 40m27
男子 円盤投(1.750kg) 県高校記録 47m81 24年度平均 38m96
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 篠崎  拓郎(2) 前橋育英高 44m90 10月14日 伊勢崎 群馬県高校強化大会

2 梅山  陽介(2) 前橋育英高 43m52 9月8日 伊勢崎 第65回群馬県高校対抗大会

3 宮入　紳豪(2) 高崎高 41m82 10月27日 小瀬 第16回関東高校選抜新人選手権

4 山戸　基義(2) 桐生一高 40m33 10月14日 伊勢崎 群馬県高校強化大会

5 本木　一成(1) 桐生一高 39m45 9月30日 敷島 群馬県高校新人
6 樋口　雄介(3) 中之条高 36m69 6月18日 敷島 関東高校
7 小林　侑太(3) 中之条高 36m39 4月15日 高崎 春季記録会
8 小鹿　佑太(2) 桐生一高 36m30 4月29日 桐生 県総体東部地区大会

9 下田  浩輝(3) 藤岡中央 35m13 9月8日 伊勢崎 高校対抗
10 山﨑　慎也(2) 中之条高 35m02 4月29日 敷島 県総体中北地区大会

高校 23年度平均 49m54
男子 ハンマー投(6.000kg) 県高校記録 60m60 24年度平均 46m62
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 栁井　優一(3) 勢多農林高 53m33 6月16日 敷島 第65回関東高校大会

2 新島  佑輔(3) 太田東高 52m96 6月16日 敷島 第65回関東高校大会

3 篠原  真史(3) 中之条高 52m24 9月8日 伊勢崎 第65回群馬県高校対抗大会

4 梅山　陽介(2) 前橋育英高 51m63 4月29日 正田醤油ｽﾀｼﾞｱﾑ群馬 県総体中北地区大会

5 小鹿  佑太(2) 桐生第一高 44m43 9月30日 正田醤油ｽﾀｼﾞｱﾑ群馬 高校新人
6 篠崎  拓郎(2) 前橋育英高 44m07 5月18日 正田醤油ｽﾀｼﾞｱﾑ群馬 県高校総体
7 樋口　雄介(3) 中之条高 43m65 9月8日 伊勢崎 高校対抗
8 荻野　徹(2) 勢多農林高 43m37 9月30日 正田醤油ｽﾀｼﾞｱﾑ群馬 高校新人
9 佐藤　悠(3) 榛名高 40m53 9月8日 伊勢崎 高校対抗
10 山﨑  慎也(2) 中之条高 40m03 9月30日 正田醤油ｽﾀｼﾞｱﾑ群馬 高校新人

高校 県記録 74m12 23年度平均 55m41
男子 やり投(800g) 県高校記録 64m70 24年度平均 56m60
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 森田　祥天(2) 高崎工高 64m67 10月28日 小瀬 第16回関東高校選抜新人選手権

2 佐藤  俊介(2) 富岡高 61m09 10月28日 小瀬 第16回関東高校選抜新人選手権

3 佐瀬  隼人(3) 太田高 58m91 6月17日 敷島 第65回関東高校大会

4 青木　佑(3) 前橋高 56m28 4月22日 伊勢崎 ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
5 岡田  宙希(2) 桐生高 55m39 6月17日 敷島 第65回関東高校大会

6 羽鳥 誠人(3) 前橋南高 55m19 6月23日 敷島 群馬県選手権
7 上島　浩太(3) 高崎工高 55m02 9月9日 伊勢崎 第65回群馬県高校対抗大会

8 田中  祐毅(3) 農大二高 54m37 9月9日 伊勢崎 高校対抗
9 青木  雄流(2) 太田高 53m36 10月13日 伊勢崎 高校強化大会
10 鷹箸  泰雅(3) 農大二高 51m73 7月14日 敷島 国体予選会

高校 23年度平均 4829点
男子 八種競技 県高校記録 5564点 24年度平均 4563点
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 新井　俊哉(3) 前橋南高 5080点 5月18日 敷島 第47回群馬県高校総体

2 田代  健人(2) 高崎高 4896点 11月17日 敷島 高校混成・記録会
3 塚本  義貴(2) 勢多農林高 4727点 5月18日 敷島 第47回群馬県高校総体

4 清水  拓実(1) 伊勢崎商高 4695点 11月17日 敷島 高校混成・記録会
5 清水  陽春(1) 前橋育英高 4590点 11月17日 敷島 高校混成・記録会
6 久保田  征孝(2) 明和県央高 4415点 11月17日 敷島 高校混成・記録会
7 小板橋  遼太(2) 高崎高 4354点 11月17日 敷島 高校混成・記録会
8 鈴木  宏明(3) 前橋育英高 4313点 11月17日 敷島 高校混成・記録会
9 有吉  淳弥(3) 高崎高 4303点 6月15日 敷島 関東高校
10 岡田  大樹(2) 高崎高 4259点 11月17日 敷島 高校混成・記録会



高校 県記録 21分10秒46 23年度平均 25分22秒44
男子 5000mW 県高校記録 21分10秒46 24年度平均 24分20秒62
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 三田  崇辰(3) 新島学園高 22分29秒18 8月24日 敷島 関東選手権
2 木暮  智貴(3) 中之条高 22分38秒13 10月13日 伊勢崎 高校強化大会
3 中澤  将大(2) 中之条高 23分53秒42 10月27日 小瀬 第16回関東高校選抜新人選手権

4 齋藤  宏生(3) 勢多農林高 24分20秒84 6月23日 敷島 群馬県選手権
5 遠藤  克也(3) 農大二高 24分23秒25 9月8日 伊勢崎 高校対抗
6 鈴木　徹也(3) 高崎商高 24分42秒02 4月22日 伊勢崎 ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
7 松村  友稚(3) 太田高 25分19秒19 5月17日 敷島 県高校総体
8 大橋  峻輔(3) 高崎高 25分19秒20 5月17日 敷島 県高校総体
9 清水  賢(1) 中央中等 25分27秒29 9月29日 敷島 高校新人
10 藤井  悠也(2) 前橋育英高 25分53秒68 9月29日 敷島 高校新人


